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よるともネットユーザーデータ
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よるともネットユーザー年齢構成
google analytics 2015/8-2015/10調べ

風俗情報は新聞、週刊誌が中心だった
50歳代からの中高年シニア世代も、パソ
コン、スマホの普及とともに年々増えてき
ています。
一方で、アダルトサイト視聴のボリュー
ムゾーンである18歳～24歳のアクティブ
ユーザーが意外に少なく、風俗に対しま
だアクティブでないと考えられます。

よるともネットユーザー関東在住エリア
（2015/8月～10月　関東200万訪問内訳）

一都三県（東京都・神奈川県・千葉県・
埼玉県）でユーザー全体の9割を占めて
います。

よるともネット利用　全国ユーザー主要エリア
（2015/8月～10月　関東以外エリアからの電話件数約3000件）

※実際に店舗様への電話予約された
ユーザーの在住エリアです
よるともネットは関東風俗店情報です
が、関東以外からもアクセス・電話予約な
どがあります。出張時にも利用されている
ことが分かります。

よるともネットユーザー　新規・リピーターの割合
google analytics 2015/8-2015/10調べ

よるともネット「風俗初めてガイド」
コーナーは月間訪問数45,000。風俗初心
者が多くアクセスしています。（参考※
キーワード「風俗　初めて」で検索1位）

風俗店利用のお客様で一番多い25歳～50歳
代半ばの男性が、よるともネットユーザーの8割
を占め、お店探しに活用されています。

一都三県在住のユーザーが全体の9割。
茨城、栃木、群馬、山梨在住ユーザーも月間平
均3万人以上が訪問しています。

関東だけでなく、全国からのアクセスと電話予
約などがあり、出張での利用があるようです。

新規ユーザーがアクセスの4割近く。
初めて風俗に行くユーザーも多いようです。

1.

3.

2.

4.
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よるともネットユーザーデータ

PC
42％

会社員
75％

池袋・大塚・巣鴨
22％

鶯谷・日暮里
15％

新宿・大久保
13％

五反田・品川
蒲田
11％

川崎・横浜
神奈川
19％

上野・神田
秋葉原
8％西川口・大宮

埼玉エリア
11％

千葉・松戸 船橋エリア 10％

土浦・水戸 茨城エリア 10％

宇都宮・小山 栃木エリア 3％

高崎・大田 群馬エリア 2％ 甲府・山梨エリア 2％ 赤坂・六本木 1％吉原 3％

立川・八王子・町田・西東京 5％
新橋・銀座 4％

錦糸町・小岩
9％

渋谷・恵比寿
9％

首都圏
50％

スマートフォン
52％

ケータイ 6％

自営業
7％

公務員 5％

フリーター 4％
学生　 2％
その他 7％

よるともネットを何を使ってみているか？
google analytics 2015/8-2015/10調べ

スマートフォンの普及、高スペック化に
伴い、動画、画像などのコンテンツを楽し
み、お店探しの参考にするユーザーが増
えてきており、PCユーザーの一部にはタ
ブレットからの利用も増えてきています。
タブレット、スマートフォン、ケータイな
ど、外に持ち歩くツールからのアクセスが
増えてきています。

よるともネットユーザー職業
google analytics 2015/8-2015/10調べ

昔から風俗店利用の多い自営業者、公
務員も健在。学生やフリーターも料金の
安い風俗情報などを検索しています。

夜の時間帯は、じっくりとお店探しをするユーザーが
主にPCからアクセスする傾向にあります。

よるともネットアクセスの時間帯 google analytics 2015/8-2015/10調べ （2015/8月～10月　よるとも会員アンケート、アクセスデータより）

これからの風俗店検索はスマートフォンが主流
になりそうです。
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ユーザーは仕事帰りや休日に遊ぶ会社員が中
心です。

よるともネットユーザーが風俗利用でよく遊ぶ
エリアとは？

お昼12時から夕方にかけては、当日風俗利用
ユーザーがスマートフォン・ケータイでアクセス
しています。

5.

7.

6.

8.



よるともネットは、風俗店様の情報、女の子の情報を
サイトユーザー視点で多彩にプロモーションします。

よるともネットご掲載 5つのポイント

4

よるともネットご掲載　5 つのポイント

豊富なメニューでお店情報・女の子情報をご紹介します！①

サイト内各所にてプロモーションします！②
ユーザーに人気のコンテンツタイアップにより、多彩なPRを実現します！③
サイトユーザーとパーソナルコミュニケーションで来客促進が図れます！④
スマホ・携帯対応。ユーザーの利便性を高め、即レスポンスに応えます！⑤

P3

P4

P5

P6

P7
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①豊富なメニューでお店情報・女の子情報をご紹介します！

＜女の子情報＞　
・女の子プロフィール
・女の子ブログ（イイネ！）
・コメント
・女の子コンテンツ（よるともコラボ）
・お気に入り登録
・メッセージ送信

＜さらに客観的なPR要素として＞
・お客様体験談（ユーザー投稿された場合）をお店ページにご紹介
・よるともコンテンツ（ご協力いただいた動画、グラビア、体験取材、他）をお店

ページ、女の子ページにご紹介
・よるとも営業担当の現場レポートをお店ページにご紹介

＜お店から紹介できる情報＞
・店舗様基本情報

料金システム／時間／住所／ TEL／MAP 等

・女の子一覧
・イベント情報
・体験談
・店長のココだけの話
・割引情報（よる★割り）
・待ちヒメ速報！！
・出勤情報（本日の出勤）
・店推し！！ピックアップ女の子
・新着ブログ
・このお店のイイネ！数

※ご掲載いただければ全ての項目をご紹介できます。
※体験談は投稿があった際に掲載されます。

風俗店様お店紹介ページ（PC版） 女の子紹介ページ（PC版）

お店の様々な情報、女の子の個別情報、最新情報が一目でわかるレイアウトで、見やすさ・探しやすさ・分かりやすさを
追求しています。
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②サイト内各所にてプロモーションします！
情報満載のお店ページ、女の子ページをよるともネットTOPページ、各種検索ページ、各コーナーで効果的にPR致します！

お店情報は最大15ヶ所で紹介！ 女の子は最大15ヶ所で紹介！

メインで紹介するコーナー さらなる紹介個所

女の子
女の子各検索
（タイプ、ブログ、本日出勤）

その他各所に
「お店イチオシ女の子」で紹介

待ちヒメ速報 TOPページ待ちヒメ枠

女の子ブログ
ブログランキングコーナー TOPページランキング枠

新着ブログ

イイネ！ランキング

TOPページ新着ブログ枠

最近ブログを始めた女の子 TOPページ新人ブログ枠

女の子 サイト内左右カラム

メインで紹介するコーナー さらなる紹介個所

お店情報
（場所、業種、プレイ、こだわり）
［各検索ページ］

その他各所に
「よるともおススメ店」で紹介

お店ランキングコーナー TOPページランキング枠

イベント情報 イベント情報検索 TOPページイベント枠

店長ココだけ 新着情報検索

割引情報 よる★割り検索 TOPページ割引枠

新規掲載の場合 TOPページ新規店枠

※無料招待券、スピードくじ協賛の場合は、そのコーナーでも紹介されます
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③ユーザーに人気のコンテンツタイアップにより、多彩な PR を実現します！

よるともユーザーに人気の高いオリジナルコンテンツでさらにPRしていきます！

◆今週のカバーガール
［TOPページ特大枠・コンテンツコーナー］

◆今週のグラビア
［TOPページ枠・コンテンツコーナー］

◆漫画で体験
［TOPページ枠・コンテンツコーナー］

◆風俗体験動画
［TOPページ枠・コンテンツコーナー］

◆オナニーフェチ動画
［TOPページ枠・コンテンツコーナー］

◆風俗アイドル動画
［TOPページ枠・コンテンツコーナー］

◆覗き見動画 ◆月刊よるとも
［TOPページ枠・コンテンツコーナー］

◆風俗体験取材
［TOPページ枠・コンテンツコーナー］

◆体験談
［TOPページ枠・コンテンツコーナー］

◆無料招待券
［TOPページ枠・コンテンツコーナー］

◆スピードくじ
［TOPページ枠・コンテンツコーナー］

◆特集
［TOPページ枠・特集ページ］

◆今週のスペシャルセレクション
［TOPページ枠］

◆各コンテンツのメルマガでのPICK UP
よるともメルマガ　発行数 65,000

今週のグラビア

体験取材

漫画で体験

動画コンテンツ

オリジナルコンテンツ最大13コンテンツ、24ヶ所でお店、女の子を紹介！
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④サイトユーザーとパーソナルコミュニケーションで来客促進が図れます！
男性会員各種サービス（新機能）により、女の子⇔会員、風俗店様⇔会員のコミュニケーションで、
ファン化、来店、顧客化につなげることができます！

◆体験談投稿機能［体験談コーナー］
◆お気に入り登録（店舗、女の子）機能［会員マイページ］
◆お気に入り女の子ブログ閲覧［会員マイページ］
◆お気に入り店ニュース、更新情報閲覧［会員マイページ］
◆女の子とのメッセージやり取り機能［会員マイページ］
◆女の子ブログ（イイネ！コメント機能）［ブログコーナー］
◆お店イイネ！機能［各店舗ページ］
◆他会員とのやり取り機能

男性会員サービス機能（会員マイページ）

女の子・お店からの機能

イベント情報、割引情報

お気に入り登録、コメント、
メッセージ（双方向）

体験談、ユーザーランキング ブログ、プロフィール、ランキング他

会員マイページ
女の子マイページ

◆お気に入りした会員チェック機能［店舗、女の子マイページ］
◆男性会員へのメッセージ機能［女の子マイページ］
◆会員向けイベント・割引情報配信［店舗管理機能］
◆会員体験談（イイネ！コメント機能）［投稿体験談コーナー］
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⑤スマホ版・携帯版対応
よるともネットスマホ版・携帯版は、全てのコーナー、コンテンツに対応。ユーザーの手元に最新情報を配信します！

よるともネットTOP お店検索 お店TOP 女の子ランキング 動画一覧 グラビア

ス
マ
ホ
版

携
帯
版
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メルマガでユーザーの興味をさらに喚起させます！
よるともネットでは、風俗情報メールマガジン「よるとも速報」を毎週複数発行。おススメ女の子、
直ぐに使えるお得な各種割引、動画やグラビアなど新着コンテンツの紹介を通してユーザーの手元に情報を届けます。

◇激エロ！！ムラムラ･･･最新コンテンツ＆割引情報がマン載！火木土曜日
◇よるとも一押しのお店情報をビュビュッと凝縮！水曜日
◇旬な女の子をイタダキ！ガールズコレクション！な金曜日

PC版メルマガ（HTML版） スマホ・携帯版メルマガ＆WEBマガジン
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風俗店様、女の子から様々な情報をリアルタイム更新！
よるともネットでは、風俗情報メールマガジン「よるとも速報」を毎週複数発行。おススメ女の子、
直ぐに使えるお得な各種割引、動画やグラビアなど新着コンテンツの紹介を通してユーザーの手元に情報を届けます。

お店ページTOPに、女の子を10名
(オススメ1名+9名)までピックアッ
プして掲載可能です。オススメの1
名はサイト内の「お店イチオシの
女の子」として反映されます。

女の子がスマホ・モバイルのマイページからブログを更新できます。もちろ
ん、写真を撮ってブログにアップ。日常の出来事や想いを書いてユーザーに
PR！！自分撮りの写真でユーザーにアピールすることができます。また、専用
のアドレスにメール投稿できます。

※女の子ブログ投稿は、掲載後に内容によっては削除する場合があります。
※トピックスなどの情報はよるともネットの方で、更新のお手伝いをしています。
※女の子の出勤情報などマイページメニューは店舗から代理ログインし、更新できます。

お気に入りに登録したり、イイネ！コメントをくれた会員にコメントやメッセー
ジを返すことができます。

女性ブログ投稿画像に不適切なものが無いかのチェック。
不適切なメッセージやコメントを行う男性ユーザーの監視。（悪質な会員は強制退
会の措置）…等、よるともネットでは日々体制を強化しております。

お店様、女の子に安心してご利用頂く為に
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よるともネットならではの「プラスα」

（１）SEO対策＆サイトプロモーション

（２）風俗白書（風俗利用客レポート）

（３）風俗店様ホームページ診断

インターネットユーザーの嗜好や検索傾向を踏まえた上で、ユーザーの要望に応えるサイト構
造、ユーザビリティー、ページ作り（最適化）を実践していきます。よりユーザーに評価されるコ
ンテンツをさらに充実させ、大手検索エンジンの検索順位、結果に反映させていきます。
また大手新聞系ウェブサイトや大手アダルトサイト等に広告を掲載し、またスポーツ新聞での
集客も長期掲載しているので、来店率の高い（実客に近い）ユーザーが利用しています。

定期的に風俗店利用客の皆様の「本音・感想」を集め、冊子『風俗白書』を作成。様々な
意見を元に更なるサービスの向上に役立てていただけるよう風俗店様にご提案していま
す。また、個別の風俗店様が聞いてみたい質問を代わりにお聞きして集計してお渡しする
サービスもご用意しています。

よるともネットの専門チームが貴店のホームページを分析し、より集客できるような改
善・提案などのサービスも行っております。検索エンジンや広告サイトからのアクセスを
有効に活用すれば、売上増加につながります。
また、オリジナルコンテンツのご提案やアドバイス、運営や制作全般までお手伝いしてい
ます。



13

媒体概要

■よるともネット関東版■　http://www.yorutomo.net/kanto/

サイト開設：1999/12/01

掲載店エリア：東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨

月間PV数：10,600,000PV／月

メルマガ発行数：65,000




